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  ナイジェリアへ硬式野球用具を届けよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～鎌足公民館だより～ 

こんにちは 

公 民 館 
です 

〒292-0812 千葉県木更津市矢那 899-1 鎌足公民館 

発行責任者 館長 佐藤千明 

TEL/FAX ０４３８（５２）３１１１ 

mail kamatari-k@city.kisarazu.lg.jp 

HP  http://www.city.kisarazu.lg.jp/shisei/ 

soshiki/kakuka/1001997.html 

12月号 

 鎌足公民館近くの農家の方が生産した旬の野菜を使用した精進料理

を作ります。ぜひ、ご参加ください！ 

 

鎌足公民館主催事業 

 

精進料理教室 参加者募集中！ 

開 催 日  令和 4 年 2 月 3 日（木）10 時から 13 時 

会  場  鎌足公民館 2 階 調理実習室 

料理内容  精進酢豚（お肉の代用に厚揚げを使用します） 

      鎌足の野菜を使った料理 

      ※大根一本をどう調理するかなどの工夫も紹介します！ 

講  師  大井雄一氏 

（木更津市オーガニックアクションパートナーズ） 

参 加 費  1,000 円（材料費、容器代、レシピ付き） 

持 ち 物  エプロン、三角巾、ふきん、包丁 

募集人数  16 名（先着順）  

※申し込みが 10 名に満たない場合は中止となります。 

そ の 他  体調管理と検温を済ませたうえ、講座開催中はマスクの

着用とこまめな消毒をお願いします。また、新型コロナ

ウイルス拡大防止対策のため、会食はせずに作った料理

をお弁当にしてお持ち帰りいただきます。今後の新型コ

ロナウイルス感染症の拡大状況により、急遽開催を取り

やめることもありますので、予めご了承ください。 

申込み・問合せ 鎌足公民館 TEL/FAX：52-3111 

メールアドレス：kamatari-k@city.kisarazu.lg.jp 

 

 

 

簡単だけど失敗しないたこづくりを

ていねいに優しく教えてくれます！

◆日時 令和４年 1 月 22 日（土） 

    9 時半～11 時半（予定） 

◆場所 鎌足公民館（たこづくり）  

矢那川ダム（たこあげ） 

◆講師 高橋忠友さん 

◆参加費 500 円 

◆その他 小学２年生以下は保護者

同伴でお願いします。雨天の場合は、

たこづくりのみ実施します。 

◆申込み締め切り 1 月 14 日（金） 

◆申込み・問合せ 鎌足公民館 

冬の事業の参加者を募集します 

鎌足地区青少年育成住民会議 

鎌足公民館 

主催 

 

ナイジェリア連邦共和国のホストタウンである木更津市では、ナイジェリ

アに対する野球による人材育成・交流促進の取り組みを支援するため、

野球用具の寄附を行うことといたしました。つきましては、使用しなくなっ

たグローブ等がある方は是非ご協力をお願いいたします。 

◆期間 令和３年 12月 10日（金）から 12月 27日（月）まで 

◆用具の種類 グローブ・バット・キャッチャー用具（ミット・プロテクター）

※すべて硬式のもの 

◆寄附受付場所 市内各公民館 

◆問合せ 地方創生推進課 TEL：38-3089 

東京 2020オリンピック・パラリンピック 

期間：令和３年 12 月 25 日（土）から令和 4 年 1 月 7 日（金）

まで（最終日は、午前中で終了） 

場所：鎌足公民館 ※年末年始の休館日に、ご注意ください。 

展示内容：オリンピック聖火トーチ、パラリンピック聖火トーチ、

ナイジェリア事前キャンプ活動報告パネルほか 

聖火リレートーチ等の展示をします 
 

スマホを持っているけど、使い方がよ

く分からない方向けの講座です。基本

操作からおさらいできます。 

◆日程 令和４年２月１５日（火） 

    令和４年２月２２日（火） 

    いずれも１４時～１６時 

◆場所 中央公民館 多目的ホール 

◆対象 市内に在住・在勤・在学の方で

当日にスマートフォンを持参でき、２

回連続で講座に参加できる方 

◆参加費 無料 

◆募集 ５０名（先着順で受付します） 

◆申込み 令和４年１月１２日（水）か

ら受付開始 ※公民館へ直接、または

お電話でお申込みください。 
詳細は、ホームページまたはチラシをご覧く

ださい。（ＨＰは１月以降に更新予定） 

初心者対象♪    （第１期） 

スマートフォン活用講座 
 

木更津市立公民館主催事業 
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木更津市オーガニックアクションパートナーズ 

 

日時：１月１６日(日) 9：30～10：30  

対象：市内在住 65歳以上の人 参加費：無料 

持ち物：飲み物・タオル・運動靴・マスク 

問合せ先：高齢者福祉課(23－2630） 

 

日時：１月１２日(水) 10：00～11：00 

問合せ先：南部地域包括支援センター(37－4811） 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大井さんの すぐに作れる“簡単レシピ” ご紹介します   VOL.１2 

『たたきゴボウ』 

◆介護相談・高齢者見守りキーホルダー  

◆高齢者のための自立生活体操  

※感染状況によって、変更となる場合があります。 

 公民館カレンダー 

12 日（水）「健康講座」18 時３０分～ 

14 日（金）「どんぐり山の親子くらぶ」10 時 30 分～ 

18 日（火）「鎌足桜学級」13 時 30 分～ 

19 日（水）「やまびこ家庭教育学級」10 時～ 

22 日（土）たこづくり・たこあげ大会 9 時 30 分～ 

25 日（火）「鎌足桜学級」13 時 30 分～ 

26 日（水）「健康講座」18 時３０分 

28 日（金）「どんぐり山の親子くらぶ」10 時 30 分～ 

<1 月の予定> 
お申込み・更新手続きができます。 

【材料】４人分 

・レンコン 200ｇ 

(Ａ)お湯 500ml、酢小さじ 2、塩少々 

(Ｂ)酢大さじ 3、砂糖大さじ 2 

輪切り唐辛子ひとつまみ 

【作り方】 

1．レンコンは皮をむき、3 ㎜程度の輪切りにします。 

2．(Ａ)を煮立てた鍋に 1 を入れて、透明になるまで茹でた

らザルに上げて冷まします。 

3．ボウルに(Ｂ)を入れよく混ぜ、2 を加えて和え、お好み

で輪切りとうがらしも加えて、ラップをして密封します。 

4．2 時間ほど漬けたらできあがりです。 

※きゅうりや人参やカニかまなどを入れてもよいと思いま

す。 

 

これから旬を迎える木更津長須賀産の『レンコン』・矢那産の『ゴボウ』を使っての『簡単おせち

料理』レシピです。先がよく見通せることから、お正月料理に欠かせないレンコン。細く長いゴボウ

は、長寿につながる縁起物と考えられます。 

『レンコンの甘酢漬け』 

【材料】４人分 

・ゴボウ 2 本（300ｇ） 

・白すりごま大さじ 6 

・調味料 みりん大さじ 4、酢大さじ 4、 

みそ大さじ 2 

【作り方】 

1．ゴボウはよく洗って麺棒などで叩い

て 3～4 ㎝の棒状に切り、酢水に 10 分

つけておく。 

2．たっぷりのお湯で柔らかくなるまで

茹でます。 

3.白すりごま、調味料を合わせて、茹で

たゴボウと和える。 

年末年始・休館のお知らせ 

 

 

 

◆公民館 

12 月 28 日（火）から 

1 月３日（月）まで 

◆市民課出張所 

12 月 29 日（水）から 

１月３日（月）まで 

 


